
 
平成 19年第４回 議事録 

 

 1 

 

 

 

（開催要領） 

1．開催日時：2007年 2 月 27日(火) 18:04～19:19 

2．場所：官邸４階大会議室 

3．出席議員： 

議長       安 倍  晋 三   内閣総理大臣 

議員       塩 崎  恭 久   内閣官房長官 

同        大 田  弘 子   内閣府特命担当大臣(経済財政政策) 

同        菅    義 偉   総務大臣 

同        尾 身  幸 次   財務大臣 

同        甘 利   明     経済産業大臣 

同        福 井  俊 彦   日本銀行総裁 

同        伊 藤  隆 敏    東京大学大学院経済学研究科教授 

（兼）公共政策大学院教授 

同        丹 羽 宇一郎    伊藤忠商事株式会社取締役会長 

同        御手洗 冨士夫      キヤノン株式会社代表取締役会長 

同        八 代  尚 宏   国際基督教大学教養学部教授 

臨時議員   伊 吹  文 明   文部科学大臣 

同      高 市  早 苗   内閣府特命担当大臣（イノベーション） 

 

      黒 川  清     内閣特別顧問 

                              イノベーション 25戦略会議座長 

 

（議事次第） 

1.開会 

2.議事 

○ 生産性加速プログラムに向けて 

（１）生産性向上と成長力強化の全体像について 

（２）イノベーション２５について 

（３）大学・大学院改革について 

（４）ＩＴの活用について 

3.閉会 

 

（説明資料） 

○ 大田議員提出資料 

○ 「イノベーション２５」中間とりまとめ（概要）（高市臨時議員提出資料） 

○ イノベーション創出のための取組について（伊吹臨時議員提出資料） 

経済財政諮問会議   議 事 録 （平成 19 年第４回） 
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○ 新しいイノベーションの方向性（甘利議員提出資料） 

○ 成長力強化のための大学・大学院改革について（有識者議員提出資料） 

○ 大学・大学院改革への取組み（伊吹臨時議員提出資料） 

○ 高等教育改革への期待（甘利議員提出資料） 

○ ＩＴによる生産性の加速を実現するために（有識者議員提出資料） 

○ ＩＣＴ産業の国際競争力強化と生産性向上（菅議員提出資料） 

○ ＩＴを活用した生産性の向上について（甘利議員提出資料） 

○ ＩＴ戦略本部における取組について（高市臨時議員提出資料） 

 

（配付資料） 

○ 「イノベーション２５」中間とりまとめ（高市臨時議員提出資料） 

○ 大学・大学院改革への取組み（参考配布資料）（伊吹臨時議員提出資料） 

○ 高等教育改革への期待（参考資料）（甘利議員提出資料） 

○ ＩＣＴ産業の国際競争力強化と生産性向上（参考資料）（菅議員提出資料） 

 

 

 

 (本文) 

○生産性加速プログラムに向けて （１）生産性向上と成長力強化の全体像について 

（大田議員）  ただいまから、今年４回目の経済財政諮問会議を開催いたします。 

今日は生産性加速プログラムに関連して、イノベーション25、大学・大学院改

革、ＩＴの活用の３つを議論いたします。 

議論に入る前に、生産性加速プログラムの全体像を尐しお話ししたいと思いま

す。生産性加速プログラムは４月末にとりまとめます。これから順次議論いたし

ますが、全体の見取り図があった方がわかりやすいと思いまして、お示しいたし

ました。これはあくまでも案ですので、名称、内容等も４月に向けて御審議いた

だきます。 

まず、真ん中に「成長力強化への三重奏－生産性５割増計画－」という目標を

書きました。生産性には幾つか測り方がありますが、労働者１人が１時間に生み

出す付加価値、これを労働生産性といいますが、これの伸びで測ります。人口が

減る中で、一人一人がより多くの付加価値を生み出せるようにしようという趣旨

です。過去10年間の年平均伸び率が1.6％です。これを2011年度までに2.4％にも

っていく、つまり５割増です。総理からは、生産性倍増のようなわかりやすい目

標を、という御指示がありましたが、倍増はちょっと難しいという感じがありま

して、５割増しとしてあります。名称自体は、またこれから御相談させていただ

きます。 

「成長力強化への三重奏」の中身ですが、三重奏ですので、３つのパートに分

かれております。第１パートが、前回お出ししました「成長力底上げ戦略」、これ

が人材への投資です。第２パートが「サービス革新戦略」、これは現在非効率なと
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ころを効率化していこうというもので、为にサービス産業です。特に官製市場と

言われる政府の関与が強い分野、それから中小企業を中心にＩＴのユーザーが弱

いですので、ＩＴの革新、そしてもう一つ非効率なのが政府ということで「世界

最先端の電子政府」、こういう３つの柱になると考えております。それから第３パ

ートが「成長可能性の拡大戦略」、これは未来への投資ということになります。成

長分野の開拓、大学改革、リスクマネー供給、このような柱と考えております。 

今日はこの中の星印がついたものに関連した議題を議論いたします。これから

順次審議させていただきます。 

   中身への御意見はまた追って審議の中で伺います。 

それでは、１つ目の「イノベーション25」について、高市大臣、伊吹大臣、そ

れから黒川顧問にお入りいただきます。入室されるまで尐々お待ち下さい。 

 

 （高市臨時議員、伊吹臨時議員、 

  黒川内閣特別顧問・イノベーション25戦略会議座長（以下、「黒川顧問」） 入室） 

 

 

（大田議員） 今日はお忙しい中、ありがとうございます。 

 議事に入ります前に、ひとつお願いがございます。今日は終わりの時間がしっ

かりと切られて、７時15分で切られております。なるべくディスカッションに時

間を使いたいと思いますので、大変恐縮ですが、御説明は３分以内ということで

御協力を是非よろしくお願いいたします。 

   それでは、まず高市大臣からイノベーション25についての御報告をお願いいた

します。 

 

○生産性加速プログラムに向けて （２）イノベーション２５について 

（高市臨時議員） 黒川顧問及びイノベーション25戦略会議の委員の皆様をはじめ、

国民の皆様、学会産業界の皆様のお知恵をいただきまして、昨日「イノベーショ

ン25」策定作業の第一段階でございます中間とりまとめをお示しするにいたりま

した。本日は資料「イノベーション25の中間とりまとめ」に従って御説明申し上

げます。 

   １ページでございますが、20年後の日本と世界を見通した上で、安倍総理がい

つもおっしゃっていますように、イノベーションが経済成長の源泉であること、

また社会の様々な壁や限界を取り払って、病気や年齢、性別などによって生じる

ハンデを小さくすることなどを示しました。ここでいうイノベーションとは、単

なる技術革新だけではなく、新しいアイディア、仕組み、ビジネスプランを含め、

広く社会のシステムや国民生活などにおいて、今までとは違う取組により、画期

的・革新的な成果を上げるものでございます。 

２ページをご覧ください。技術革新や社会システムの刷新によって実現できる

日本の未来の姿をイメージしやすいように、左側に身近な生活の変化を中心とし
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た20の例を挙げました。そして、これらに代表される様々な夢を実現することで

見えてくる世界のモデルとなる日本の姿を右側に示させていただいております。

ここが今後深めていく点で、５つ書かせていただきましたが、これらを実現する

ためのロードマップづくりを今後行うということでございます。 

３ページ目は、その実現のための基本戦略、４ページ目が早急に取り組むべき

政策課題ですが、基本戦略、政策課題に共通した基本的な考え方は、科学技術イ

ノベーション、社会イノベーション、人材イノベーションの一体的な推進をする

こと、国民一人一人の意識改革をすること、オープンでユニバーサルなシステム

を構築すること、そして日本と世界の生活者の視点に立脚した戦略づくりの４点

です。 

３ページの基本戦略は、３つの分野に分けて提示しておりまして、早急に取り

組むべき政策課題は６つに分けました。昨日のイノベーション25戦略会議では、

安倍総理も御出席され、早急に取り組むべき政策課題、この４ページ目にある中

で３点、時代を担う若者への思い切った人材投資、知の拠点である大学を世界に

開き競争力を高める改革、そして環境エネルギーを梃子とした成長と国際貢献へ

の取組、この３点については、特に力強く政策を実行していくことが重要だとい

う御指示がございました。 

今後、経済財政諮問会議、総合科学技術会議等々と連携・協力をさせていただ

き、５月末を目途に最終とりまとめをするようにという御指示をいただきました。 

そして長期の戦略指針、イノベーション25が５月末にまとまりましたら、これ

を「基本方針2007」に反映させるという考えも表明していただきました。特に、

１つ目から５つ目の政策課題について、政府一丸となって取り組むべきだと考え

ております。もう今日からなのですが、ロードマップを含めた最終報告に向けて

頑張ってまいりますので、これからもお力添えをよろしくお願いいたします。 

以上です。 

（大田議員）  黒川先生、何か補足はありますか。 

（黒川顧問） 中長期的にこれから数年は大学改革や、環境を新しい経済成長、国際

貢献のエンジンにというのが日本は一番突出して優れており、競争力とニーズが

ある。それから次世代の投資というのは、中長期的に見ると今から子どもの教育

等のソフトに十分な投資をすべきだという基本的な考え方であります。 

（大田議員）  ありがとうございます。では、伊吹大臣からお願いいたします。 

（伊吹臨時議員） 文部科学省では、教育、研究施設としての大学、研究機関、科学

技術を所管しておりますので、その観点から申し上げたいと思います。 

   お手元の資料の１ページ目、イノベーションというのは、高市大臣からお話も

ありましたように、個々の技術だけではなく、社会経済の仕組みに大きなダイナ

ミズム、変革をもたらすシステムとしてとらえる必要があると思います。イノベ

ーションの創出には、「人づくり」と「環境づくり」と「研究開発推進」の３つの

柱が必要だろうと思います。 

具体的に申し上げますと、まず人づくりですが、創造力に富み、応用力があり、
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チャレンジ精神の旺盛な人材を小さな時から育成していく。知的好奇心や探究心

を高める理数教育の充実、幅広い視野、柔軟な考え方の涵養、若手、女性研究者

の自立的研究活動の強化、このようなものが必要だと思います。 

環境づくりについては、挑戦する意欲に富んだ人材が十分に活躍できる環境を

つくること、また異なる発想分野の人々が結集できる環境づくり、研究施設をつ

くり上げる必要があると思います。高い目標に向かって成果を競い合う研究開発

が何より大切であり、日本の強みを求めて世界最高水準の研究者が日本に結集す

る研究拠点の整備が急がれます。計画段階からの産官学の連携の推進もまた大切

なことだと思います。 

   研究開発推進につきましては、まず目標を明確にすること、長期的視野に立っ

た研究開発の推進を行うこと、そのためには適切なマネジメント、そして我が国

の技術体系全体を見渡したプロジェクトをつくること、円滑な技術の移転を推進

すること。 

今申し上げたようなことは、決して１つの省、あるいは１つの研究機関、１つ

の大学でなし得ることではなく、お互いに関係機関が補い合い、そして各々の特

性を明確にして、信頼関係を築いて連携しながら進むことが不可欠だと思います。

大学には、これは後ほどこの議論の場があると思いますが、国際的に通用する教

養人、リベラアーツの深みのある人材を育てていくことが基本ですから、この点

も実は直接市場経済に貢献しなくても、人材の厚みを大きくしていくということ

が結果的にイノベーションの創出に大きな役割を果たすということになると思い

ます。 

 ２ページ目、特に３ページ目は、文部科学省が進めております産官学のイノベ

ーションによる研究成果を表示してございますので、後でご覧いただきたいと思

います。 

（大田議員）  ありがとうございました。それでは、甘利大臣お願いいたします。 

（甘利議員） 資料に沿って御説明させていただきます。 

   この報告書は、20年後の将来の社会像を示すものとして大変興味深いものであ

りまして、今後はこれを具体的にどう実現するかが大事なわけですが、イノベー

ション25により目指すべきとされた将来像を見据えつつ、今後の新しいイノベー

ションを進めるに当たっては、我が国産業の強みを生かすことが１つの方向であ

ると思います。 

説明資料の１ページの右上にありますように、例えば、資源、環境制約を克服

するためには、我が国の強みである高度なものづくり技術と先進的な省エネ技術

とをかけ合わせることが有効である。 

レアメタルを使わずに製品を製造したり、在来の化学プラントのように、高圧・

高温、エネルギーをたくさん必要とせずに、微小空間で理論値に近い化学反応を

行わせる、高速かつ高効率に化学品を生産するという生産革命が考えられるわけ

です。 

資料２ページの左側ですが、イノベーションを生み出す仕組みを強化するため
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に、技術の開発と導入の道筋を産学官で共有した上で市場の細かいニーズに応じ

て化学に遡った、あるいは異分野融合の研究開発を行い、その成果を市場につな

げる。イノベーションは、既存技術の延長線上にはないということはこの場でも

言われていますが、科学に遡ると、市場と科学とつなげるイノベーション・スー

パーハイウェイ構想を政府として推進しているわけであります。 

資料２ページの右側でありますが、経済産業省では、これらの要素を組み込ん

だ研究開発プロジェクトを実践しているところでありまして、イノベーション25

で提起された課題についても、このような形で取り組んでいきたいと思っており

ます。 

以上です。 

（大田議員）  ありがとうございます。それでは、御意見を。丹羽議員。 

（丹羽議員） ５月末を目処にこれから御検討されるということで、２つだけ是非そ

の際に御留意、御検討いただきたい。 

   21世紀のイノベーションは、各国単独ではなくて、世界の知的な拠点であるこ

と、人が集まること、金の結集という知と人と金の結集の場でないと、なかなか

イノベーションが起きないというのが１つ目です。つまり、純潔为義を捨てる必

要がある。 

   ２つ目は、世界でイノベーションが起きるのは、アメリカのシリコンバレーと、

次はシンガポール、上海と言われているのですけれども、イノベーションはテク

ノロジーではないとおっしゃいましたが全くそのとおりでありまして、あと２つ

の要素は、マーケティングとファイナンシングの力だと思います。したがって、

マーケティングの人材をいかに集めるか。もう一つはファイナンシングというの

は世界の各国から資本が日本に流入する環境をつくる必要があり、Ｉ＝Ｔ＋Ｍ＋

Ｆということで、マーケティングとファイナンシングとテクノロジーと一体にな

った環境を日本にもつくり上げるような議論を是非お願いしたいと思います。 

（大田議員）  ほかに。よろしいでしょうか。 

   それでは、これは「基本方針2007」に向けて早急に具体策を是非とりまとめて

いただいて、反映させていただきたいと思います。 

   総理から。 

（安倍議長） 特にございません。 

（大田議員）  では、次の議題に移らせていただきます。 

   大学改革について議論いたします。まず、有識者議員からペーパーが出ており

ますので、伊藤先生、お願いします。 

 

○生産性加速プログラムに向けて （３）大学・大学院改革について 

（伊藤議員） 資料「成長力強化のための大学・大学院改革について」を御説明させ

ていただきます。 

成長力を強化するためには、大学・大学院改革が極めて重要だということは、

この場でコンセンサスがあると思います。世界中の大学、色々とランキング等が
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あるわけですけれども、日本の大学が大きく立ち遅れているということも事実だ

と思います。「大講座制」、「受験競争」、「学閥」といったような言葉に象徴される

古い体質が未だ残っている。変わっている大学も尐数ありますけれども、大半は

未だ残っているということで、これを根絶することで国際競争力の高い知の拠点

をつくり出すことが重要であると考えております。 

そのために３点議論をしたいと思います。 

第１に、イノベーションの拠点として研究予算の選択と集中を行う必要がある

と考えております。優れた研究を生むためには、研究計画を評価する機能を高め、

年齢を問わず高い評価を得た研究に予算が集中的に投下されなくてはいけないと

考えています。そのために、総合科学技術会議とも連携いたしまして、下記のよ

うな取組を行いたいと考えております。 

①国内外を問わず、国際的に評価の高い研究者が公平な審査をする体制をとる

ことが重要だと思います。また事後評価を厳格に行い、次の資金配分に反映させ

るということでございます。例えばトップクラスの人材が評価を行うべきですが

トップクラスをどう見極めるか、場合によっては外国人にお願いして、一番いい

研究者を評価していただくということがあり得るのかなと思います。 

②研究資金獲得における競争原理を確立させるために、競争的資金の割合を大

幅に高めるということが考えられます。尐なくとも、第３期科学技術基本計画の

終了時である平成22年度までに現行比率の２倍、これは科学技術関係予算の約３

割になりますが、そこまで引き上げるべきであると考えております。 

   ③年齢を問わず優れた研究が評価されるように、氏名・経歴を伏して計画だけ

で審査するマスキング評価方式、あるいは新しい時代の新しい技術があるかもし

れないということで若手研究者の相互評価方式を導入してはいかがか。これは若

手用の研究資金、いわゆる科研費の若手研究Ａ・Ｂ、若手研究スタートアップ等

がありますけれども、これを拡充する方向で考えていただきたいということでご

ざいます。 

④若手が自立して研究できるなど若者に魅力ある研究環境を整備することも重

要であろうと考えております。ノーベル賞をとるような業績というのは、20歳代、

30歳代の業績が30年後ぐらいにもらうような状況になっているわけですけれども、

できるだけいい研究の芽は生かすということでございます。 

   なお、よい研究者を獲得しようという大学間の競争を引き起こすことが重要で

あろうと考えます。例えば、科研費でいう間接費を大きくすることによっていい

研究者をとれば、大学にも間接費が落ちるというシステムにして、今言ったよう

なことの実現を図る。そういった制度づくりをするということが重要ではないか

と考えております。 

   第２に、オープンな教育システムの拠点として「大学・大学院グローバル化プ

ラン（仮称）」を策定してはどうだろうかということでございます。大学・大学院

の国際競争力を高める環境づくりは非常に重要であると考えております。今後３

年程度の間に取り組むべき政策をまとめた「大学・大学院グローバル化プラン」
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を策定してはいかがと考えております。 

   ①アジアを中心とした国際的な相互連携プログラム実現。１番目に、海外、特

にアジアの大学・大学院との単位互換の上限引き上げや、二重学位制の拡大を奨

励・支援する。これは以前この場で議論させていただいたダブル・ディグリーと

いう制度、これは専門職大学院については実現の方向に向かっているのですが、

これを他の研究大学院や大学についても拡大できるような支援をしていきたいと

考えております。 

２番目に、授業の一定割合を英語で行うことによって、英語圏の研究者や学生

と積極的に交流できるようにするということでございます。 

３番目に、学生の相互国際交流のための奨学金を大幅に拡充することを提案し

たいと思います。これは行く人、来る人両方が対象であります。海外と連携する

というのは非常に重要で、日本とアメリカ、ヨーロッパということも考えられる

わけですが、なぜ「アジアを中心」と入っているかといいますと、やはり東アジ

アという地域の中でお互いに交流することによって共通のアジアの問題を解決す

ることに研究が向かうことが考えられるということです。例えば、ヨーロッパで

「エラスムス・プログラム」というものがありまして、これは年間約10万人が利

用しております。 

②文系・理系区分の撤廃。もう尐しいうと、学部定員を入学時にはやめようと。

大学に入学した後、１年、２年の間に自分に合った専攻を考えていく。入学の時

に専攻を決めてしまうというのは、ちょっと早過ぎる。また、教養教育が重要だ

という御発言が先ほどありましたが、これもこの中に入ってくることであります。

入学時に文系・理系、あるいは学部を選択する現行のシステムが進路選択の幅を

狭めたり、金融工学等の融合領域の人材輩出の制約となっていると考えられます。

この区分を速やかに撤廃するためには、教員や制度の定員を弾力化することによ

って、学問分野を固定させないということが重要になってきます。 

③入試日の分散化及び９月入学の実現であります。国立大学法人の受験生は、

最大２回までしか受験機会がない。後期日程の入試は、ちょっと別の形式の入試

ですので、通常の入試は１回しかないということで、チャンスが１回であるがた

めに、受験のプレッシャー、いわゆる受験戦争というものが発生し、一発勝負で

あるという不公平感が生まれてくるということだと思います。したがって、高校

の段階で幅広く勉強していただく、重箱の隅をつつくようなところに行かないた

めには、しっかり勉強していればどこかには受かるというような制度の仕組みが

重要であると考えています。複数合格をした後は、大学が合格者に対してうちの

大学に来てくださいという競争を促すことによって、大学の提供する教育に対す

る競争が自動的に発生するだろうと考えております。 

それから先ほどから言っている国際交流という観点からいきますと、欧米の大

学のほとんどは９月入学でありますので、９月入学を認めることによって、内外

の交流が盛んになる。これは現在もセメスター制をとっている大学では十分可能

なことで、一部では行っておりますが、これをできるだけ拡充してもらうという
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ことであります。同時に、９月入学ですから６月卒業という制度も導入されるこ

とになると考えております。 

第３に、大学の努力と成果に応じた国立大学運営費交付金の配分ルールであり

ます。国立大学法人のみならず、私立大学についても、国の支援は大学の努力と

成果に応じたものになるように大胆に転換すべきであると考えます。このため、

国立大学法人運営費交付金について、現行の固定化されたルールによる配分を見

直すべく、平成22年度からの次期中期計画に向けて、早急に具体的な検討に着手

すべきであると考えます。 

というのは、このペーパーの「１．」、「２．」で提言したことは、ある部分は国

立大学法人に任されていることですから、国から命令して変えることができない。

変化を促すような梃子となるのが、この国立大学の運営費交付金、あるいは私学

助成金だと思います。 

したがいまして、どういうふうに変えていくかという検討をお願いしたいので

すが、①国際化や教育実績等についての大学の努力と成果に応じた配分ルール・

基準とする、②グローバル化、知識の融合化に対応した大学再編を視野に入れ、

選択と集中を促す配分ルールを基準とする、③このような改革は国立大学法人と

私学にかかわらず適用していくという両方に同じような配分ルール基準を考えて

いく、ということであります。 

私からは以上です。 

（大田議員）  ありがとうございます。伊吹大臣お願いいたします。 

（伊吹臨時議員） 今、伊藤先生からお話のあった方向について、我々も特に異存は

ありません。ただ、努力や成果をどういうふうに評価するかという具体的な話に

なりますと、損益計算書の利益というような、数値であらわせないものもかなり

背中に背負いながら仕事をしているわけですから、この評価は非常に難しいとい

うこと、これをまず前提に、これからお話をしたいと思います。 

大学の本来の役割は色々と定義があると思いますが、やはり幅広い教養の厚み

に裏打ちをされた知性あふれる専門家の育成という教育の分野と、独創的・先端

的な研究の推進という研究の分野と、２つあると思います。 

教育基本法が改正されまして、この中に大学の役割として、教育と研究と社会

の発展への寄与ということを明確に位置づけております。したがって、安倍総理

も大変強い意欲を持っておられますので、総理の御指示に従って学校教育法を改

正して関連施策を推進していきたいと思います。その際には、大学は、伊藤先生

がおっしゃったように自为的・自立的に教育研究を行うことを本来の活動の目的

にしたい。そういう大学の特性に配慮する必要があるだろうと思っております。 

一方で、かなり難しい問題が出ているということを若干お話したいと思います。

広範な規制緩和が進められて、大学の数がとても増えてまいりました。同時に株

式会社立の大学もあって、利潤と、先ほど申し上げた大学の質が必ずしも一致す

るかどうかという大変難しい問題が起こり、国会でも色々と非難を受けたり、議

論になったりしております。したがって、大学や学位の質の保証をどうするかと
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いうは非常に大切な課題になってきていると思います。我々としては、市場経済

の需要に応ずるという観点からだけで、これ以上規制緩和をすることは、日本の

大学の質、あるいは学位の質に対する国際的な信頼性をどのように担保していく

かという大きな問題に直面しているということです。むしろ学生に基礎的応用能

力を身につけさせるために、我が国の大学の学位の水準を向上させるということ

が最大の問題であって、今、中教審でこのことを審議していただいております。

改正学校教育法の中でこのことは十分考えていきたいと思いますし、これは伊藤

先生のおっしゃったことにもつながってくると思います。 

産学官の連携のあり方についても、大学の役割の基本は教育であるわけですか

ら、大学の教育研究の特性を踏まえて、为体的にかつ多様な取組を支援していき

たい。一つの決まった方向を文部科学省が打ち出すなどということは、私は考え

ておりません。 

   大学の国際化ですが、これは誠に望ましい方向ですが、御承知のように、一方

でいわゆるディグリーミルという、本当に学位なのかどうかわからないようなも

のをかなり介在をし、金銭の対価をとって売っているという問題もあります。外

国の大学を我が国の政府が評価をするということはなかなか難しい問題を含んで

おりますので、国際連携を進めていかれる大学自身が相手をよく見極めて、そし

て自分たちの質も高めながら、質の高いところと連携をして、学位の互換性その

他をしっかりとやってもらいたい。特に私学はもちろんですが、国立も国立大学

法人という形でかなりの裁量権を従来と違ってお持ちになっているだけに、この

辺の大学の規範意識も大切になってくると思います。 

   とりあえず、気のついたことを申し上げておきます。 

（大田議員） ありがとうございます。それでは、甘利大臣お願いいたします。 

（甘利議員） 成長力強化において、イノベーションの加速や人材の投資は中核的な

役割を果たすわけですが、大学改革に対して期待することを申し上げたいと思い

ます。 

   文科大臣の方から、大学教育は損益計算書であらわせない部分があるという御

発言がありましたが、それはよく理解しております。その上で経済産業大臣とし

ての視点から申し上げたいと思いますが、ここ数年で我が国の大学改革は研究の

分野を中心に大きく前進をしたものと評価をしております。一方で人材育成を中

心に取り組むべき課題はまだ残っているわけでありまして、世界では実践的な教

育に関する産学の協力、産学の共同研究、技術移転等、大学が外部との連携を拡

大する流れにあります。こうした世界の流れも是非見るべきだと思います。 

スタンフォード大学は、保有をしていた検索エンジン技術の特許の使用をグー

グルに認めた。グーグルはスタンフォードの学生が立ち上げ、基本的な特許の所

有権は大学にあるわけですが、大学が研究をしていた学生に使用権を認める代わ

りにグーグルの株式を180万株取得したわけです。その後、大学はその一部を売却

して数百億円の資金が入った。改革の基本的スタンスとして、一言で言いますと、

大学と企業、地域社会との双方向の対話を広げることが求められております。 
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   具体的に４点あります。まず第１は、「産業界との対話」であります。経済成長

の鍵となる大学の人材育成機能について基礎的な学力が落ちていく、産業界のニ

ーズの変化への対応が遅れているといった問題があります。一方で大学の方から

は、産業界から求める人材像を明確に伝えてもらっていないという声がある、双

方にそういう声がある。要するに、産学双方の意思疎通が図られていないという

ことではないかと思います。このために、産学で議論をして具体的なアクション

につなげていくための対話の場として、「産学人材育成パートナーシップ」、これ

は仮称ですが、この創設を提案したいと思います。伊吹大臣の御理解をいただけ

れば、一緒にやっていったらいかがかと思います。 

   第２が「個人・社会との対話」であります。社会人の継続的な学習や再チャレ

ンジのための学習機会を求める声が高まっています。コミュニティ・カレッジを

設けて、身近であるけれども、質の高い教育機会を提供する等、大学教育の仕組

みの柔軟化が必要ではないか。成長力底上げ戦略におきまして、講座単位での「履

修証明」の交付が位置づけられるなど、伊吹大臣のリーダーシップの下に、今大

きな前進が見られているわけでありまして、積極的な展開に期待をしております。

大学ランキングトップはハーバードだそうですけれども、ハーバードではエクス

テンション・スクールを経営して、工学、語学、経営等620講座を提供しているそ

うであります。 

   第３に「地域との対話」であります。地域の中小企業は熟練労働者が一挙に退

職する時期が到来しまして、製造現場における技術継承をどういうふうに行って

いくのか、いわゆる2007年問題に直面をしています。こうした中で、地域の大学

が持つ技術や教育機会を活用したいとの声が高まっています。大学には是非こう

した地域のニーズをくみ取りながら、地域のイノベーション、教育のコアとなっ

ていただきたい。岩手大学は産学が一体となって教育プログラムを開発して、金

型・鋳造工学専攻の大学院を開設しています。今注目をしているところでありま

す。 

   第４に「世界との対話」であります。国内にイノベーションの拠点を構築し、

またグローバル化をする企業活動を支える上で、優秀な外国人材を取り込むこと

が必要だと思います。海外から優秀な人材を呼び込んで、日本企業への橋渡しを

行うべく、大学、産業界双方の協力を得て「アジア人材資金構想」を打ち立てて

いるのですが、これを実効的なものとしていきたいと思います。海外から留学生

が来ても、その後日本で就職する場がなくて、そのままただ手ぶらで帰ってしま

ったということが多いのですが、産業界と大学が連携して留学生をそのまま日本

企業の人材として就職してもらう、活用するという連携スキームが必要だと思っ

ております。 

   大学と、企業や地域との双方向の会話が活発に行われることによりまして、新

しい大学像を皆が協力してつくっていくことが必要であります。大学にのみ変革

を求めるのは正しくない。産業界が行うべきものについては、当省からもしっか

り伝えていきたいと思います。 
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（大田議員） ありがとうございます。では八代議員、尾見議員、それから高市大臣。 

（八代議員） 大学の質の向上が大事だというのは、伊吹大臣が全くおっしゃったと

おりで、それは民間議員ペーパーにも強調されている点であります。ただ、それ

をどうやっていくかという具体的な話が必ずしも無かったようで、個々の大学に

期待するだけでは不十分ではないかと思います。その点、民間議員が提案してい

るような交付金の配分ルール、大学の努力と成果に応じて努力している大学に手

厚く、そうでない大学には厳しく、という配分ルールが必要ではないかと思われ

ます。 

   先ほど伊吹大臣は、大学の質は、損益決算書と違って、そう簡単には評価でき

ないとおっしゃったわけですが、文科省は、遠山大臣の時に「遠山プラン」とし

て評価に基づく予算配分を明言されているわけでありまして、５年近く経って単

に評価が難しいということだけでは済まないのではないかと思います。どのよう

な評価に基づく予算配分についてこれまで検討されてきたか、今後どうされるか

是非お話しいただければと思います。 

伊吹大臣の資料でも第三者評価が非常に強調されておりますが、それをより具

体的に行うことによって、多様な大学がそれぞれ競うことで、質を上げていく点

を強調する必要があるのではないかと思っております。 

（大田議員）  それでは、尾身大臣。 

（尾身議員） 基本的には伊吹大臣の方でいろいろ考えていただきたいと思いますが、

私立と国立の格差を何とかしなくてはいけないと思っております。大体私立が８

割、国立２割と言われておりますが、要するに私立は授業しかなく、国立は施設

も人件費も全部国が出しており、国家として私立と国立の格差がものすごく大き

いものがあります。 

科学技術の面から見ますと、私立は人数は多いのですが結局は文科系ばかりで、

教室だけあれば何人でも学生を入れられる。理科系の方が科学技術研究施設も要

りますし、経費もかかる。授業料の割には経費がかかるわけで、そちらに国立が

集中していて、私立の人材が科学技術のポテンシャルにほとんど貢献していない

というのが日本の実情です。これを何とかしなければいけないと思っております。

それには競争的資金を倍増すべきというお話がありましたが、アメリカは私立大

学に国の連邦予算がかなり出ております。研究費を１億円とるとプラス6,000万円、

６割ぐらいの金を大学に渡す。１億円の研究費をとれる学者は、大学から見れば

鵜飼の鵜みたいなもので、お金を稼いでくる人材である。したがって、研究費が

とれる限りにおいては、70歳、80歳になっても大学の教授で残れる。とれれば、

30歳でもぽんと教授になれるということで、非常に競争原理が働いております。 

私立大学といっても実は連邦予算がかなり入っておりまして、その大部分は競

争的資金による研究費に上乗せ、今の例で言うと、１億円もらったら6，000万円

は大学に来るという、その6,000万円の積み上げで、私立大学がものすごく隆盛で

ある。州立大学の場合には、60％という比率がもっと低く、例えば５割しか連邦

から渡さないという調整をしております。そういう意味で、競争的資金における
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大学間の競争、研究者間の競争が激しいということが、アメリカの大きな競争力

になっております。 

国立大学が独立行政法人になって自由度が非常に増えた。私立大学は自由度が

あるけれども、先ほど言いましたように、ほとんどが学生の授業料をベースにし

ておりますから、理科系はほとんど引き合わない。文科系のお金を理科系に回し

て何とかやっている状況でありますから、この私立と国立の関係を抜本的に直し

ていかないと、科学技術という面から見ると、私立大学のポテンシャルが科学技

術の発展にほとんど寄与していない実情になっておりまして、どうしても何とか

しなければならないと考えております。 

その結果としてかどうか分かりませんが、例えば早稲田・慶應のような文科系

の学校は、受験科目に理数系がない。理科も数学もなく、国語と社会などで受験

できることになって、その段階から簡単にそこに集中して文科系の学校に行くと

いう若者が増えている。これは尐し難しいことですけれども、私立大学でも理科、

数学を受験の必須科目にするようなことにしていただかないと人材が非常に偏っ

てくる。大学には入れても、後でこれからの時代に対応できないのではないかと

思いますので、これを是非実現していただきたいと思っております。 

以上です。 

（大田議員）  それでは、高市大臣、御手洗議員、それから塩崎議員、伊藤議員、簡

潔にお願いいたします。 

（高市臨時議員） 資料『「イノベーション25」中間とりまとめ（概要）』の４ページ、

早急に取り組むべき政策課題の３番目に、大学改革ということで６つ事例を挙げ

させていただいております。 

イノベーションの戦略会議の問題意識の１つは、日本の大学は国際化が極めて

遅れているということ。具体的には、海外の優秀な教授、研究者、学生が日本に

来ないので、ぬるま湯的になっているのではないかと、この問題意識が非常に強

うございました。 

それから、伊藤議員からもお話がありましたが、文系・理系の区分を外してい

きたい、つまり異端的な発想というのは、異との融合によって出てくるのではな

いか。ただ、これは制度上の問題ではなく、大学の自由裁量ということかもしれ

ないけれども、その場合、どのようにしてこれを促進していくのかということも

含めて議論が必要だろうという御意見。もう一つは、研究・教育両面で大学の国

際競争力が落ちているのではないかということで、競争的資金の配分の在り方に

ついて強い御意見が出ました。この点については、総合科学技術会議で検討を行

っている最中でございますので、本日民間議員の方や各省からいただきました問

題意識も含めて、総合科学技術会議にも報告をさせていただきたいと思います。 

残りの５点につきまして、是非、伊吹大臣、経済財政諮問会議の強いリーダー

シップを是非お願いいたします。 

（大田議員）  それでは、御手洗議員。 

（御手洗議員） 大学の質的な向上を図るための改革についていろいろ議論がなされ
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ましたけれども、私は違った切り口から話してみたいと思います。先ほど伊吹大

臣から大学が非常に増えている、増え過ぎているという話がありましたけれども、

現実の国立大学を見てみますと、本当にそうだと思います。 

そこで私は、まず大学の再編を含む「選択と集中」が必要だということを言い

たいと思います。日本の大学、特に地方の大学は同じような総合大学を目指し、

せっかくの地域の特色を十分生かし切れていない。大学が地域のイノベーション

の拠点となるためには、限られた人材とインフラを効率的に活用して、各々の大

学が得意分野に特化する必要があると思います。そのために、地域のニーズを汲

み取ったコミュニティ・カレッジや産学連携など、実践的な教育に重点化するよ

うなことも重要な選択肢だと思います。 

更に、複数の大学を連携して１つの大学、経営体として運営していくというこ

とがまた効率化につながると思います。そういうふうにすれば、大学の連携が広

い地域で進みますから、平成19年の経済財政諮問会議における为な課題の１つに

挙げられました道州制に向けた一歩、道州制への先行的な取組として進むことに

なると思います。 

また、研究の国際協力を強化する観点から言いますと、国際水準にある研究組

織を厳選して、将来のイノベーションの種となるような先端的研究に研究費を総

花的ではなく、これが大事なことですけれども、重点的に投入してもらいたい。

また、投入先の選考をするための組織として総合学術会議などがありますけれど

も、今後、選考の機能を大幅に強化してもらいたいということです。 

今後、政府が大学全体の在り方を検討する際に、今まで申し上げたことを是非

検討していただきたい。 

もう一つは、大学が産業構造の変化や社会のニーズに十分対応するよう、大学

として学部や学科の機動的な編成、実践的な教育内容や人材育成、柔軟な授業形

態ができるように努力していただきたいと思います。 

産業界は、こうやって大学に要求するだけではなく、それに応じた産業の在り

方というのも研究し、一緒に産学連携が強化できるような方法でやっていきたい

と思っております。 

以上です。 

（大田議員）  ありがとうございます。では、塩崎議員、伊藤議員、簡潔にお願いし

ます。 

（塩崎議員） 大学・大学院改革は、「成長力強化」という切り口からの改革の議論だ

と思います。その観点から３点。先ほどから出ておりますけれども、１点目は予

算制度だと思います。競争的資金については、私も何年か前にアメリカの国立衛

生研究所（ＮＩＨ）に行った時に、３兆円の予算のうちの８割が競争的資金であ

り、そしてまたその評価が極めて緻密にできていて、若くても良い研究員にはち

ゃんとお金が回るということを見て驚きました。特に民間議員ペーパーにありま

すように、２倍にしてもまだ科学技術関係予算の３割ということは、今15％しか

無いということでありますので、逆に85％は非競争的資金ということであれば、
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これは何とかしないといけないし、運営費交付金がどういうふうに使われている

のかをまず分析した方がいいのではないのか。教育費も一律配分ではなく、研究

費と明確に区分し、そして評価を入れ競争を担保するような制度とすべきではな

いか、というのが１点目です。 

   ２点目はグローバルな競争という観点から、例えば先進的な大学院では全部英

語でやって外からの人たちを入れやすくする、もちろん日本語でなければいけな

い部分もあるでしょうけれども、そうでないところについては国際的な人をどん

どん入れる。奨学金の内外無差別化とか、飛び級も日本は17歳にならないと大学

に行けない。そうすると、優秀な、例えば15歳で日本の大学に来ようと思っても

来られないということになっていますから、これも見直した方がいいだろう。そ

れから国費留学生制度についても、戦略的に選ばれているだろうか。今のままで

いいだろうか。選考のあり方等も考えて、世界の頭脳を集めるために有効に使わ

れるべきではないか。 

   ３点目は、大学の合従連衡自体が、学部でもいいのですけれども、できやすく

するような仕掛けを作っていくべきではないかということを思っております。教

育再生会議において野依先生を筆頭にかなり専門家がおられ、大学・大学院改革

をこれからやります。是非連携をしていただきたいと思います。 

   以上です。 

（大田議員）  伊藤議員。 

（伊藤議員） 官房長官のおっしゃられたことは、全くそのとおりです。尾身大臣の

おっしゃられたように、日本の場合、学生数で見て私立が75％ぐらい、国公立が

25％。アメリカの場合は全く逆で公立が、つまり州立が多いのですけれども、８

割の学生を抱えております。私立は２割しかいない。これは何を意味しているか。

州立のほとんどは教育大学なのですね。先ほどお名前が出たような大学は私立大

学であり、教育もしてはいるものの、研究に特化している。学部教育というのは

それほど突出しているわけではないかもしれない。つまり役割分担がきちんとで

きている。これが日本の場合には非常に曖昧になっていると思います。ここは「選

択と集中」という御手洗議員のおっしゃったことに関わってくる。 

   もう一点、尾身大臣が言われたこともそのとおりなのです。鳥の鵜に例えられ

たのは初めてですけれども、鵜飼の鵜になって何十年もやっていますが、要する

に１億円とってきて6,000万円大学に落ちるというのは、私が申し上げた間接費の

概念ですので、全く共鳴しております。是非そのような間接費の割合を高くして

いくということをやりたいと思います。 

私もアメリカの州立大学にも勤務したし、私立大学にも勤務したので内情はよ

く知っていますけれども、時間の関係で割愛します。１点だけ申し上げたいのは、

アメリカの私立大学の場合は企業がものすごい寄付をしてくれる。寄付講座をつ

くる場合は、アメリカの場合、大体２億円が単位です。２億円出して、その基金

の運用で教授を雇ったり研究施設を作る。日本の企業もたくさん寄付をしていま

す。日本の場合、寄付講座というと、2,000万円ぐらいがフローで出てきまして、
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単年度で使って後に何も残らないということになっていますので、是非この寄付

講座の改善をしていただきたい。日本の大学にも日本の企業から寄付していただ

きたいと思っています。 

あと時間の関係で割愛します。 

（大田議員）  時間がなくて恐縮なのですが、黒川先生、せっかく御出席ですので、

何か一言ございますか。 

（黒川顧問） 皆さんの教育に関する思いが非常にひしと伝わって、基本的に同じこ

とを認識されていると思います。エンカレジングな力強いメッセージだと思いま

した。 

（大田議員）  ありがとうございます。今日は時間がない中、いろいろな御意見が出

ましたが、今日の民間議員提案や他の御提案を、伊吹大臣に尐し具体的に御検討

いただいて、また諮問会議で議論させていただけますでしょうか。 

（伊吹臨時議員） 先ほど八代先生からお話しになったようなことは、具体的には結

局、資料の１ページ、財政支援の充実を図る、そして配分をどうするかというこ

とに尽きるのですね。19年度の概算要求ができた段階で安倍内閣ができているわ

けですから、本当に安倍色を出すのは、この次の予算からなのですね。我々は教

育を最優先の課題として取り組んでいる内閣として、よく考えて対応していきた

いと思いますし、今いろいろお話があったことも、尐しまた経済財政諮問会議の

方でまとめていただき、御相談しましょう。 

（大田議員）  ありがとうございます。では、総理から。 

（安倍議長） 人材を養成するためには何といっても教育ですし、国際化が進んでい

る中で、大学の改革は喫緊の課題であろうと思います。甘利大臣の資料の中で、

研究者の出入りについて、日本から出て行っている人は13万人で、13万人出て行

っているのはいいことだと思うのですが、日本に来る人は３万人しかいないとい

うことは、更にグローバル化が進み競争が進んでいくと、もっと細くなっていく

危険性もあるのではないかと思います。その意味では、人材の確保、成長のため

には人材が必要でありますし、より豊かな社会にしていくためにも人材が必要で

あると思います。 

   いわば大学の改革は重要課題だろうと思います。「骨太2007」に意欲的な改革案

を盛り込めるように、諮問会議においても精力的に御検討いただきたい。また、

再生会議の方でも、高等教育の改革について議論しておりますので、連携をとっ

ていただきたいと思います。 

（大田議員）  ありがとうございます。伊吹大臣、黒川先生、どうもありがとうござ

いました。 

   高市大臣には、引き続き、議論に御参画をいただきます。 

 

（伊吹臨時議員、黒川顧問 退室） 

 

（大田議員）  残り時間15分になりましたので、どうぞ御協力をよろしくお願いいた
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します。 

   それでは、有識者議員から御説明をお願いいたします。 

 

○生産性加速プログラムに向けて （４）ＩＴの活用について 

（丹羽議員） 時間が限られているわけでありますが、皆さん、私は全部お読みしま

せんので、これをつらつらとご覧いただきたい。むしろ、まだ甘利議員をはじめ、

菅さんも、あるいは高市さんからのペーパーもありますので、全部はとてもでき

ないかもしれません。私はできるだけ簡単にいきたいと思います。 

かいつまんで申し上げますと、現在の日本のＩＴ投資はばらばらで標準化され

ていない。したがって、官民挙げてＩＴ投資の標準化に取り組むべきであるとい

うことでありまして、そのために具体的に「骨太2007」や「生産性加速プログラ

ム」に以下のようなことを盛り込みたい。 

第１は、「世界最先端の電子政府の構築」ということでありまして、現在のＩＴ

調達は、官の方は各府省がばらばらに実施しておりまして、ＩＴ調達の標準化を

する必要があります。既に先進国（英国・シンガポール）は、一元的に実行して

おります。内閣にＩＴ調達本部を設置すべきであると。 

また、「医療等のＩＴ化」であります。これは皆さん十分御納得いただけると思

いますが、2010年代半ばまでにこれを実現しようということであります。１つ目

として、英国は2014年、カナダは2020年の実現を目標としておりますが、日本は

2010年代半ばまでに健康診断、診療データのポータブル化を実現すべきである。

２つ目として、医科レセプトの直接オンライン化を解禁すべきである。３つ目は、

レセプトの完全オンライン化や電子カルテ化。これは目標が達成されず先送りさ

れてきましたけれども、これを2011年度当初までに達成する。４つ目は、年金等

自らの社会保障情報を電子的に管理・利用できる仕組みを導入すべきでありまし

て、2011年度までの構築を目標とする。 

また、「世界最先端の電子政府」への他の課題は今後順次提案をさせていただき

たいと思います。 

第２の課題は「ネットワーク化の推進」。標準化されたＩＴシステムの普及促進

であります。これは企業間のＩＴネットワークが業種を超えて標準化されていく

ということが、生産性上昇には最も必要なことであります。電子商取引の実施企

業のうち、標準化されたＩＴネットワークシステムを利用する企業の割合を、2010

年度までに60％以上にするという目標を、やや高いかもしれませんが掲げたいと

思います。 

また、標準化されたＩＴシステムの普及促進等の観点から、为に中小企業のＩ

Ｔ投資減税を見直すべきであります。現在、中小企業の中でＩＴ化が進んでおり

ませんのは、特に標準化が遅れているということでありまして、これからは電気

や水道と同じように、利用時間あるいは利用人数によって課金をするというよう

な制度をつくれば、中小企業においても、初期の投資は尐なくとも、一定の標準

化されたプロセスの中で利用することができる。これをSoftware as a Service（Ｓ
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ａａＳ）と言われておりまして、現在これが進行中であります。したがいまして、

政府としては、民間のこういう動きに対して後押しを是非お考えいただきたい。

そうすれば、中小企業の電子化の動きは加速されるものと思います。これは最も

手っとり早くやることができるだろうと思います。 

第３の課題が「成長分野創出のために」。１つ目が、電波特区の創設であります。

これは皆さんおわかりのように、電波の利用を一部の権益あるいは許認可をもら

った者だけにしないで、オープンにして自由化をする。第二次の取引市場の創設

を行う。第一歩として、年内をめどに沖縄と北海道等の電波の相互干渉が尐ない

地域で特区を創設して、無線技術の実証実験にとどまらず、商業利用や電波の二

次取引を行えるようにしたい。 

２つ目は、デジタル・コンテンツの流通促進法制の整備についてであります。

これは非常に重要なことでありまして、我が国では貴重なデジタル・コンテンツ

の多くが利用されずに死蔵されています。例えば過去のテレビ番組の再放送が著

しく制限されています。インターネット上でデジタル・コンテンツを流通させる

ためには、著作権、商標権、意匠権などすべての権利者から事前に個別に許諾を

得る必要があります。手続コストがビジネス上見合わないために、そういうこと

になっているわけでありまして、このデジタル・コンテンツ市場を飛躍的に拡大

させるためには、最先端のデジタル・コンテンツの流通促進法制を２年以内に整

理をしていく必要があるのだろうと思います。 

以上であります。 

（大田議員）  ありがとうございます。菅議員から資料が出ております。 

（菅議員） 提出資料の１ページ目「ＩＣＴの国際競争力強化と生産向上」でありま

す。左側をご覧ください。ＩＣＴ産業は、経済成長の４割を牽引いたしておりま

す。そして製造業、サービス業等でも、ＩＣＴ利用産業では生産性向上が見込ま

れます。特にアジアの成長との連携をすることが極めて大事だと思っています。 

１ページ目の右下、何回か私申し上げましたけれども、アジアの情報流通が非

常に不均衡になっているということであります。欧州、北米、アジアと三極で物

の流れはほぼ均等になっていますけれども、情報流通は、北米・欧州間に比べ、

北米・アジア間が２分の１、アジア・欧州間が28分の１という状況であります。 

その下が日本のＩＣＴ産業の現状でありますけれども、例えば携帯電話では、

日本企業の売上高が全部で２兆円、ノキアは１社だけで2.6兆円であります。パソ

コンでは日本企業が全部で３兆円、デルだけで4.7兆円。コンピュータソリューシ

ョンでも、日本企業が6.4兆円、ＩＢＭだけで10兆円。日本企業が束になってかか

っても外国の１社にかなわない。しかし、能力は、日本の技術力は評価をされて

いるというのが現実であります。 

２ページ目を見ていただきたいと思います。こういう中で、国際競争力強化の

ための懇談会を設けておりまして、４月にはこうした日本の能力を世界の中で発

揮できるような仕組みを何としてもつくり上げたいと思っています。そういう意

味で、例えばナショナルプロジェクト、日本の強さを生かしたメーカー何社かで
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プロジェクトを組むとか、そういうことも必要ではないかと思っております。い

ずれにせよ、産学官の連携は極めて大事だと思います。 

３ページ目でありますけれども、下の方をご覧いただきたいのですが、従来で

すと、大企業、中小企業とも自分で独自のシステムをつくらねばならなかったわ

けでありますけれども、現在は右端のように標準化、あるいは共通プラットフォ

ーム化によって、従来の数分の１の投資でＩＣＴが利用できるようになってきて

おります。何としても、この標準化・共通プラットフォームの構築を更に推進し

ていきたいと思います。 

有識者議員のペーパーの中でレセプトの電子化に触れています。これは前から

申し上げていますけれども、非常に財政的にも効果があると思いますので、きち

んとやる必要があると思います。 

電波特区とデジタル・コンテツ流通促進法制の整備について、もう尐し広くし

てもよいのではないかと実は思っていまして、電波特区だけでなくてデジタル特

区のような形で、放送や通信、コンテンツが一緒になるものがあってもよいので

はないかと思いますし、デジタル・コンテンツの流通については、もっとこれを

アジアに、世界に売るんだという意気込みを示す意味で、例えば流通促進法制の

ようなことも必要かと思っております。よろしくどうぞ。 

（丹羽議員） 大賛成です。どうもありがとうございます。是非やっていただきたい

と思います。 

（大田議員）  時間が非常に限られてきましたので、まずは、今日は臨時議員でいら

している高市議員から御説明いただいて、もし時間切れになりましたら、また次

回引き続き議論いたします。 

（高市臨時議員） ありがとうございます。配布資料「ＩＴ戦略本部における取組に

ついて」をお話しさせていただきます。１ページ目でございますけれども、政策

のパッケージを今年度末を目途に策定するという作業をいたしております。利用

者・生活者重視という理念でございます。 

２ページ目。先ほどからの有識者議員ペーパーの中にございましたことが、大

きなポイントで入ってきております。１つは医療・年金。レセプトのオンライン

化の効果を最大化することも含めてでございます。国民が自らの健康情報や年金

情報を管理できる仕組みづくり。これも電子私書箱を使うイメージだと思うので

すけれども、セキュリティや個人認証などの課題をクリアしながら是非進めたい

ということ。電子政府も、利用者の視点を重視して、手続のワンストップ化とい

うことで、できるだけ大きな意味でのネットワーク化というようなことで検討を

進めております。ＩＴ経営も、先ほど来御提言があった方向性で議論をしており

ます。テレワークもワーク・ライフ・バランス、尐子化対策等いろいろ議論があ

るところでございますので、個人認証、セキュリティ、そのほかには成果为義の

労働評価システムということも議論の対象になるのでしょうけれども、こういっ

た取組をしております。 

政府システムの調達ですが、これまでばらばらという問題がありまして、２年



 
平成 19年第４回 議事録 

 

 20 

ほど前から是正の努力をしているのですが、例えば人事や給与のように各府省で

共通する業務システムにつきましては、重複投資にならないように、原則１つの

システム、そのハード・ソフトを各府省で共用するということで、効率的な調達

を実現しようといたしております。 

以上でございます。 

（大田議員）  時間が来てしまいましたが、何か一言。また引き続き、これは議論い

たします。 

（安倍議長） 尐しいいです。 

（大田議員）  よろしいですか。 

（安倍議長） はい。 

（大田議員）  では、すみません。 

（甘利議員） 提出資料の１ページ目で述べていますとおり、ＩＴの活用は、特定の

産業の競争力の強化や生産性の向上にとどまらず、あらゆる産業分野、経済社会

全体の生産性の向上に幅広く深くかかわる課題であるということです。こういう

認識に立って、現在、「ＩＴフロンティア・イニシアティブ」として、３つの課題

を中心に検討を行っております。 

   ２ページ目、第１の課題でありますが、「中小企業やサービスにおけるＩＴ活用

の促進」。３ページ目、第２の課題でありますが、「世界に先駆けた経済社会イン

フラとして電子タグ・電子商取引の基盤の整備」であります。第３の課題は「Ｉ

Ｔを活用した我が国の産業全体の競争力の強化・生産性の向上への取組の促進」

です。これらの取組に対しては、制度改革や税制を含めたインセンティブの充実

を検討するとともに、電子行政の推進、医療のＩＴ化の促進などについても関係

省庁間での連携や協力による取組を加速させていくことが必要不可欠である。 

なお、サービス産業の生産性の向上につきましては、官民各々何をなすべきか

を検討を行っているところであります。産学官連携のプラットフォームとして、

「サービス産業生産性協議会」が年度明けに発足をしまして、様々な角度から取

組を開始する予定でもあります。関係省庁との連携とその協力を期待をしており

ます。 

それから、デジタル・コンテンツの流通促進法制の整備であります。コンテン

ツ促進法という議員立法を私が作りました。そういう中で経団連がコンテンツの

ポータルサイト、恐らく200万アイテムをワンストップで検索できるようにすると

いう中で、権利処理の問題が提起されております。結論から言うと、新しい時代

にふさわしい法制度の在り方を大いに議論していくものと考えております。 

携帯電話は現在は第３世代ですが、もう今始まっているのは第４世代です。電

話はＩＰ電話化して、つまり、インターネットの上に電話が乗るということに革

命的に変わっていくわけでありますが、国際規格というか、国際標準に日本が乗

っていないというのが今までの失敗ですから，これをきちんと日本標準イコール

国際規格、国際標準とするということが一番大事です、その点だけ申し上げてお

きます。 
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（大田議員）  慌ただしい議論で申し訳ありません。 

今日議論に出ました内閣ＩＴ調達本部の設置、電子政府は高市大臣のＩＴ戦略

本部で、是非前向きに御検討いただきたいと思います。医療等のＩＴ化につきま

しては、柳澤大臣においでいただいた時に議論を詰めたいと思います。今日の議

論は柳澤大臣にお伝えいたします。 

ネットワーク化の推進で標準化されたＩＴシステム、これは甘利大臣のところ

で御検討いただきたいと思います。電波特区は先ほど菅大臣からお話がありまし

た。是非よろしくお願いいたします。 

デジタル・コンテンツ流通促進法制、これは知財本部ということになりますの

で、官房長官のところでお願いして、２年内に御検討というようなことで。 

（塩崎議員） なかなか難しいというのは甘利大臣からもお話がありましたが、基本

的な方向として取り組んでまいりたいと思います。 

（大田議員）  ＩＴはセキュリティと常にセット、情報とセキュリティは常にセット

ですので、これも官房長官に。 

（塩崎議員） 情報セキュリティなくしてＩＴ化はあり得ないと思いますので、これ

もしっかりやっていきたいと思います。 

（大田議員）  どうぞよろしくお願いいたします。 

今日は時間がない中、御協力ありがとうございました。総理よろしいでしょう

か。 

（安倍議長） ６年前に森政権で、世界最高水準のＩＴ国を目指すということで、イ

ンフラと料金の低廉ということで実現したのですが、明日、フラトコフ・ロシア

首相が来られるのですが、ロシア経由で日本は近々ヨーロッパとブロードバンド

がつながることになります。それは新たな大きな変化を、日本がこの分野におい

ては、インフラにおいては、いわばハブ機能を持っていることになるのでしょう

が、それを活用・利用することはまだまだ開拓分野がいかに多いかということを、

今日御説明を聞いてよく理解しました。今後とも、それぞれの政治のリーダーシ

ップで前に進めていただきたいと思います。 

（大田議員）  ありがとうございます。 

限られた時間でしたが、大変有意義な御議論ありがとうございました。 

 

（以 上） 


